守成クラブ旭川ルール

バンバン行こう！！ 守成クラブ旭川 広報誌

●会員資格は
「中小企業の経営者およびそれに準ずる方」
となっていますので、
会社での決裁権がある方のみに入会資格があります。
●下記の業種については、
ゲスト参加並びに入会を禁止します。
宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・先物取引業・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、
並びに公序良俗に反する商売の方。
※上記以外の業種であっても、
入会後に強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレームが発生した場合、
世話人会で協議の上、
クラブの
退会処置をいたします。
また、
例会時のチケットの [手売り] は禁止します。
チケット販売の告知は、
商談会で行ってください。
●ゲストをお誘いする時には、
この原則を遵守願います。
●守成クラブ旭川は、
正会員の会です。
旭川では、
正会員を
「現に正会員を紹介している方」
と定義します。
●会員同士のアポ取り等電話の際には、
必ず
「守成クラブの○○です」
と名乗ってから話を始めて下さい。
●例会出席時には、
参加者の属性により、
以下の各色の紐付の名札を着用することとします。
正会員：赤 / 準会員：緑 / ゲスト様：黄 / 正準会員の代理参加者・同行者：黄 / 他会場からの参加者様：青
上記名札は、
受付時にお貸ししますので、
例会終了後、
必ず返却してください。
また、
貸与されているバッチの着用を強く推奨します。
●会員の都合で恒常的に代理者が例会に出席する場合、
その代理者に決裁権があれば、
会員登録の変更が出来ます。
例会参加の出欠返事は必ず、
旭川事務局へ返信してください。
●参加申し込み後のキャンセルは例会２日前までに事務局へご連絡ください。 当日のキャンセルは参加料5,000円ご負担願います。
なお、
前・当日のキャンセルが止むを得ない理由であると明確に判断された場合には参加料を請求しませんので、必ずご連絡をお願いいたします。
●年会費(\19,440)の振込は、
本部より郵送される振込用紙でお支払い下さい。
振込用紙を紛失された際は下記口座へ振込手続きを行ってください。
みずほ銀行 神谷町支店 普通 1257198 株式会社日本商工振興会
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道内各地区例会日程（ ）参加者予定数
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7/7(火)

18：30〜 旭川グランドホテル

7/7(火)

18：00〜 ロイトン札幌

函館(45)

7/8(水)

18：30〜 ホテル函館ロイヤル

札幌東(100)

7/9(水)

札幌北(130)

札幌アンビシャス(70) 7/8(水)
釧路(280)

7/8(水)

千歳アンビシャス(40) 7/14(火)

とまこまい(120)

7/14(火)

札幌西(140)

7/15(水)

北見(80)

札幌(120)

西いぶり(70)

札幌創真(60)

7/14(火)
7/21(火)
7/21(火)
7/23(木)

×
×

札幌市中央区北1西11-1

函館市大森町16-9

18：30〜 釧路センチュリーキャッスルホテル 釧路市大川町2-5
千歳市北栄2-2-1

18：30〜 グランドホテルニュー王子 苫小牧市表町4-3-1
18：30〜 ビッツアークホテル
17：55〜 ホテルヤマチ

北見市北2条東4丁目7

札幌市西区琴似1-3-3-6

17：55〜 札幌第一ホテル 札幌市中央区南７条西１丁目12-7
18：20〜蓬崍殿

室蘭市宮の森町1-1

18：30〜札幌全日空ホテル 札幌市中央区北3条西1丁目2-9

2015年7月7 日

［2015年6月8日例会より］

守成クラブの会員になるには、ゲストとしての体験参加から始まります。体験参加および入会については、紹介者（正会
員または準会員）の推薦が必要です。入会されますと「準会員」として、守成クラブの緑バッジが貸与されます。
「準会員」
がお誘いになったゲストが1社以上入会することによって「正会員」となり、守成クラブの赤バッジが貸与されます。
3社のご紹介で
「がんばれ盾」、5社のご紹介「鬼瓦」、
10社以上のご紹介でゴールドバッジが贈呈されます。

ポーズを
司会に確認して
『出発進行 ! !』
コメント

〈㈲山村〉久保村やす子

20,000円をキャッシュバックします！

18：00〜 札幌第一ホテル 札幌市中央区南７条西１丁目12-7

18：30〜 ANAクラウンプラザホテル千歳

×

表彰・バッチ貸与

出発進行！

他地区への紹介もOKです。広げよう守成の仲間！
！
突然、守成ラーメンが
送られて来て驚きました！
気づけば
頑張れ盾だったんですね (^^;
これからも会員増強に
頑張ります。
次は鬼瓦を目指して☆

ＡＧトレーディング(株)
矢田 栄司さん
〒071-8132

■ 皆勤賞の対象者は・
・
・2015年4月の例会時点での守成クラブ旭川の会員、
2016年3月までに年会費の滞納が無い方、2016年3月例会時点で正会員の方
＊代理出席の場合も会員本人が出席されたとしてカウントしますが
できる限り会員本人が例会に出席するようにしてください。
■お支払について
2016年3月例会時に対象者様へ賞金を支払います。

旭川市6条通9丁目

17：55〜 ルネッサンスサッポロホテル 札幌市豊平区豊平4-1-1-1

×

51

Vol.

リキャブ

【 皆勤賞制度 】2015年4月〜2016年3月の例会全てに出席された方に、

【7月】※ 開催予定が変更になる場合がありますので、他会場へ出席される方は事務局にてご確認ください。
旭川(130)

R E :C A B

2013年3月改正

旭川市末広 2 条12 丁目7-8
TEL/0166 -74 - 6588

例会キャンセル費について
参加申込み後のキャンセルは例会2日前までに事務局にご連絡ください。
前・当日のキャンセルは参加料5,000円の負担をお願いしています。な
お、前・当日のキャンセルが止むを得ない理由であると明確に判断された
場合には参加料を請求しませんので、前・当日のキャンセルも必ず事務局
までご連絡をお願いいたします。《事務局 島部090-1387-4131》
例会受付時間について▶例会の受付は通常１７時４５分から開始しますの
で、速やかに受付を済まされるようお願い致します。

コミュニケーション委員会からのお知らせ
スカッシュ体験（6/4 ）

■決定しているイベントについて
6/20 ゴルフ大会（終了）
7/26 パークゴルフ＆

ジンギスカン 花神楽

猿田まで 090-2073-9020

■来月以降例会で告知するもの(未定）
8/
ウォーキング＆腸もみレッスン
（仮題）
8/
夏休み自由研究 親子大工教室
9/
陶芸教室
未定
ボーリング大会
未定
そば打ち体験会

ひお願いしたいです。一緒に楽しみましょう！ もしく
はご自身もそうですが、従業員、家族の方が、
こんな
イベントがあれば参加します！という内容がある方、
お知らせください。この他にも、何かご質問・ご要望・
ご意見などがありましたら、遠慮なくお寄せ下さい！
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代表取締役

近藤卓也

ただいて嬉しかったです。吉尾副代表が優勝して半年間はうるさいでしょ
うが秋にはリベンジしたいです ( 笑 ) 初心者の方も秋には奮って参加して
ください。
コミュニケーション委員会 委員長 旭川ケーブルテレビ㈱猿田
映えある第一回のゴルフ
コンペ優勝できて嬉しく思って
ます。しかも、生涯ベストスコア
更新で最高の気分です。第二回
はどっからでもかかってこいで
す(笑)受けてたちます(笑)

エイエステック（株）内
電話:0166-76-1072 FAX：0166-76-1091

旭川市 3 条通 7 丁目
ヨシタケパークビル 4F
TEL/0166-74-7773

旭川

強

さん

〒070-0035

旭川市 5 条通 9丁目左 1号
ECS 第 21 旭川 5 条ビル4F
TEL/0166-23-8900

7・8月の主な予定
7/14
（ 火）フレンドランチ会

7/26（ 日）8:00〜パークゴルフ&ジンギスカン 花神楽
7/28（ 火）19：00〜レディースナイト会 ロワジールホテル旭川
ビアガーデン 飲み放題4000円
8/ 4（火）18：30〜第157回例会（旭川グランドホテル）

検索

ＵＲＬ http://syusei.biz/

メールでのお問い合せはこちら▶E-mail info@syusei.biz

旭川

会 員 数 216名
正 会 員 135名
準 会 員
81名
前月入会
3名
（6/23 現在） 前月退会
3名

現在の
会員数

緑バッチ

12：00〜 銀座ライオン（宮下通11丁目）

7/16（ 木）19:00〜委員長会議 ときわ市民ホール（306号室）

守成クラブ旭川ＨＰをご利用ください！
守成クラブ

藤田

7/ 7（火）18：30〜第157回例会（ロワジールホテル旭川）

５月20 日より事務所を移転致しました。 住所は〒070-8072 旭川市台場2条3丁目2-1台場2-3ハイツ3階
新電話番号 0166-76-1072・新ＦＡＸ番号 0166-76-1091メールアドレス(info@syusei.biz)に変更はありません。
守成クラブ旭川 事務局
〒070-8072
旭川市台場2条3丁目2-1台場2-3ハイツ3階

副部長

さん

〒070-0033

ゴルフ大会（6/20 ）今日は天気にも恵まれ素敵なコンペになりました。金田顧問も参加してい

趣味を生かしたもののイベントを出来るという方、ぜ

ソニー生命
保険 (株)

(株) TAKU

コミュニケーション委員会 委員長
旭川ケーブルテレビ㈱猿田

各企業でPRを兼ねた教室や体験、もしくは特技や

事務局移転のお知らせ

赤バッチ 緑バッチ

皆さんはじめての体験でこんなにスカッシュ
が楽しいスポーツだとわかってもらえたと思
います。ケガもなく素晴らしい時間を過ごせ
ました。これからも色々企画するので参加し
てください。

先月例会
出席報告

(株) ヴィアージュ
代表取締役

中山めぐみ

さん

〒070-0832

旭川市旭町 2 条15 丁目199-79
TEL/090-6266-0888
正準会員 113名
代理出席
2名
他地区
2名
ゲスト
8名
合計 125名

次回例会

緑バッチ
住友生命保険相互会社
旭川支社旭川支部
所長山本知佳さん
〒078-8321

旭川市神楽岡 11 条 3 丁目 4-12
TEL/090-1529-2919

8月4日（火）

１８：３０〜 旭川グランドホテル

★早期受付抽選継続決定！１８時１０分までに受付を済ませた方の中から抽選で何名かの方に豪華（？）賞品が当たります☆お楽しみに！

「仕事バンバンプラザ」テーマ は「会員全員でがっちり商売、そして人を知る」 いつもより会員間の距離は縮まったか ！？

第 156 回

代表挨拶

守成クラブ旭川代表

㈱小滝畜産

今例会のテーマは「会員全員でがっちり商売、
そして人を知る」としました。
皆様のご商売、そして人柄を深く知るために、
今回は通常の例会よりも
少ない人数でテーブルをセッティング
しています。
いつもより小さなテーブルで会員間の距離を
縮めましょう！

小滝社長

皆さん、今晩は 6 月と言うのに寒い日が続いていますが
守成クラブの例会は仕事談義で熱く行きましょう。
さて、先月の 23 日に札幌で全国大会があり、全国から 600
名（600 名の制限）の参加がありました。旭川からは、小滝・
吉尾・伊藤・吉本（秀美）・和泉・渡辺・菅野（美香）・松田・
南・春日・武田の１１名で参加させていただきました。

を全国の会員に行い好評を博していました。
さて、先月の例会は江藤委員長が「もっと語ろう、もっと知
ろう」をテーマで一人 7 分の車座を行い充実した例会でした。
角いテーブルで一テーブル最大 8 名の括りを付けての例会に

車座商談会

立席 . ブース

例会担当
㈲ BPS イズミ 和泉社長

くじ引きで選ばれたメンバーで
車座商談会を行ないました。
まだ話したことのない方とは
お互いの人柄やビジネスについて
知ることができ、関わりのある方
コメント
とはより絆を深める 〈ノータス経営労務事務所〉
高橋圭祐
良い機会になったと
思います。

の運営」について旭川会場の事を１時間３０分間のスピーチ

今月は、和泉委員長のもと車座での距離感をグッと縮めて四

コメント

〈NPO 法人まこと〉松村 裕子

彼女へのプレゼントを
ゲットして
ご満悦な中嶋さん…ん？
確か結婚してるはずですが、
、
、
バレないことを祈ります。
by 松村優子さん

早期受付抽選で見事に塗装無料券を
ゲットした
株
( リ
) プロメタルの遊佐社長です☆
普段は清原似の強面ですが︑
この時ばかりは笑顔になってました！
←

そして、総会前に開催された分科会では吉尾副代表が「例会

メガネのオジサマたちに
囲まれた
大人気のミランダの
亜希ママでした。

なります。今日も、130 名近い出席ですので熱い商談をして

女性に追いかけ回される
夢を見て笑う佐々木社長。→

いただきたいと思います。

の
今月ぱれ
あっ

守成クラブ旭川会員間での、商取引における根本的なポリシーの一つとして「人脈」が上げられます。
例会冒頭の代表挨拶の中でも言われておりましたが、地域性を生かした「人脈の輪」仕事の輪」を構築し商
取引に繋げるとの意味合いでも、6 月例会は少人数で車座商談会等を行い充実した例会かと感じた所です。
受付においても、簡素化され、誰でも何時でも行う事が出来る状態に改善され「会員皆で作り上げる」
「会員
皆で盛り上げる」との、グループ制を引き継いで形になって来たのではないでしょうか。

堀 義孝の

リキャブ御意見番

受付は
和気あいあいで、
素敵 !!

司会は
プロ並みの進行です。
コメント

〈BFC〉姜陽子さん

こだま工房さん
40 周年
おめでとう
ございます！！→

今 月 の

6 ／15（月）
大雪地ビール館

大雪地ビール 梅井さんお勧め
冷しゃぶうどん

Q. 参加された目的は？
今日､参加された皆さまニコニコ笑顔､気楽な
『木管５重奏とピアノのコンサート』のご案内です。
雰囲気で､とても和やかフレンドランチ会でし
7/10（金）午後 6 時 30 分から旭川市民文化会館・小ホール
た。 入会されて間もない方もフレンドランチ
にて第一線で活躍するアーティストによる室 内 楽 が開催
会は、ぜひ参加されるといいですよ♪
されます。チケットは１枚 3,000 円。お問い合わせは MIN
守成ｸﾗﾌﾞ旭川、頼もしいです (^^)
AMI 音楽アカデミー 0166 - 56-0835 080- 3230- 7697 です。
コメント〈ミネラルグリーン〉山本博子
皆さんお気軽にいらしてくださいね！
Q. 本日の感想は？
参加人数 20 名 小滝代表 ( 小滝畜産 )、吉尾副代表 ( アサヒ通信機 )、伊藤
いつもの例会より小人数 副代表 ( ラッツ 949)、大村さん ( 新和 )、西村さん (IAC)、吉本秀美さん ( なず
なので、落ち着いてお話 な堂 )、事務局島部さん ( エイエステック )、渡邊さん ( アブル )、上林さん ( イ
が聞けてよかったです。 ンテック )、南さん (MINAMIKANAKO 音楽アカデミー )、近藤さん ( 遊きり
ん )、小西さん ( 東鷹栖十線郵便局 )、佐々木仁さん ( クロスワーク )、長原さ
大雪地ビール館 " 冷しゃ
ん ( 北海事務機 )、徳島さん ( ライフサポート絆 )、山本博子さん ( ミネラル
ぶうどん" おススメです。 グリーン )、川辺さん ( 北日本機械 )、八尾さん ( 金田自動車 )、梅井さん ( 大
美味しかったです。
雪地ビール館 )、久保村 ( 山新 久保村 )

身体に優しいお弁当を頂きながら、山新久保村さんで
帯の結び方を教わり、女子力 UP のランチ会！

レディースランチ会
６ ／2３（火）
山新 久保村

京王プラザホテル札幌で開催！

全国会員大会
■日時：５月２４日（日） ■会場：京王プラザホテル札幌
◆参加人数：約６００名
◆旭川会場からの参加者（11 名）
小滝 達也・吉尾 悟志・伊藤 勝治・吉本 秀美・和泉 泰弘・渡邉 正俊・
菅野 美加・武田 重信・春日 崇志・南 加奈子・松田 昌紀

旭川例会について、金田元代表、上林元代表、柳沼元代表そして小滝代表、皆さんの守成クラブに対しての
考え方、また世話人制、委員会制、チームリーダー制、今年の委員会制への流れ等を説明させていただき
（資料は島部さんに作成していただきました）セミナーは６０名程の全国の世話人でした。
説明後の質疑応答ではいろいろな質問が出ましたが今までの旭川例会での問題点と共通しているものばか
りです。世話人としてきちんとした対応が大事なことは共通認識として持つのがよろしいのではないかと
いうことが最終的な意見でした。やはり各会場の代表者の意識がぶれないことが大事なことだと最後にお
話しさせていただきました。それにしても全国、または道内での旭川会場の評判がこれほどまで高いとは夢
にも思いませんでしたが、その空気は伝わってきました。旭川守成クラブの会員は胸を張って他会場に出席
してください。私が保証します！
（有）アサヒ通信機 吉尾副代表

の

独居老人の方や､カロリー制限の腎臓､糖尿病の方々に、１個か

今月1は 守成会員 73 名に
No ？ 聞きました
誰！

ら配達されている､弁当工房ゆかり ( こころ ) さんの身体に優し
い手作りお弁当を頂きながら、山新久保村さんで各々の自社
PR に耳を傾け､特に山本さんの商品には感嘆の声でした。

第１位

又、８月のゆかた例会に向け帯の結び方を久保村さん､大場さ

→一番良かったコーディネーター No.1は誰？

旭川ケーブルテレビ㈱

執行役員

猿田隆司さん

理由・・・・「話を上手に聞きだしてくれて盛り上げてくれるから」他

んに丁寧に教わり、女子力 UP にも繋がる有意義なランチ会で
した (^̲^)/
参加人数 11 名 立岡さん (スナックエフィー )、姜さん (BFC)、南さん (MINAMI 音楽アカデミー )、柳原さん (ダスキン )、

児玉さん (こだま工房 )、大場さん ( エステサロンび華 )、鈴木さん（MI AILES）、山本さん (ミネラルグリーン )、清水さん コメント
( 地酒のまるしん商店 )、久保村さん ( 山新 久保村 )、粟田さん (こどもデイサービスセンターこころ)
〈BFC〉姜陽子さん

聞いてないな。」と見えるものです。是非とも、聞き逃さないとの緊張感を持ち例会に参加頂けます様ご協力
下さい。あくまでも、守成クラブは、ビジネスチャンスの環境を会員皆様に提供しているに過ぎないのです。
例会運営は、皆様のご協力なくしては成り立ちませんので是非とも皆様のお力添えを頂ければと思います。

！
あっぱれ！と 喝！

ゲストコーナーは緊張感でいっぱい !!

フレンドランチ会に参加された、MINAMI 音楽アカデミー・南加奈子さんヘインタビュー

フレンドランチ会

パンフレット等は、事前に配付をした上で商談会に入って頂きたいと感じました。限られた時間
の
今月！
の中で、流れを止めずにスムーズな進行を心がけて欲しいものです。
喝 後、壇上での挨拶・説明時の私語が目立つ様にも見受けました。壇上に立ってみると以外にも「あの方は、

ダスキンの柳原さん

新しい方のお話も聞け､
レディースならではの
親睦もあり､収穫は
大きかったです。

猿田さんからのコメント▶あの手この手を使って、あんな事やこんな事ができたらいいな〜、
という思いで進行をさせて頂いてます☆

第2 位

和のみ 店主 菅野 雅文さん
スナック Life ママ 太田 愛さん

1 位の猿田さん

2位の菅野さん

2位の太田愛さん

